
株主の皆様へ会社の概況
　株主の皆様におかれましては、平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげ
ます。
　ここに当社第95期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の事業報
告書「TOTOKU REPORT」をお届けし、営業の概況と決算の状況につきまして
ご報告申しあげます。
　■当期の概況について
　当連結会計年度における経済情勢は、欧州政府債務危機や中国など新興国の
経済成長の鈍化により、世界経済は先行き不透明な状況で推移しましたが、年
度後半においては米国及びアジア地域では一部に持ち直しの動きが見られ、ま
た国内経済については、年度終盤には政府の経済政策等により景気回復への期
待が高まるに至りましたが、世界経済の回復の遅れ等から総じて足踏み状態が
続きました。
　このような経営環境の中、当社グループは、前連結会計年度より不採算事業・
不採算製品からの撤退を行い、一方で特長ある技術開発力を活かした製品の開
発、品質向上、原価低減策及び固定費削減を推進すること等により損益改善に
努めるとともに、更に抜本的に利益体質の構築を図るべく事業構造改革を推進
してまいりました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品事業については、業界再編が急速に
進む状況下において今後の事業環境の変化によるリスク等を勘案して、同事業
を会社分割により別会社としフィリピンとタイにある同事業を行う子会社と併せ
て、香港を拠点とする業界大手のベルトングループと合弁事業を開始いたしま
した。
　情報機器事業については、当社と子会社の東特長岡株式会社が一体となり医
用画像表示用高精細ディスプレイ等の高性能ディスプレイ及び自動車用基板加
工品等を提供してまいりました。しかしながら、当社の限られた経営資源では、
将来にわたって高度な技術革新への開発投資を行い世界規模で販売・サービス
体制を拡充して成長させていくことには限界があり、また当ディスプレイ技術は
電線及びデバイス事業の技術とは独立しておりシナジーが得られないこと等を
勘案し、情報機器事業及び東特長岡株式会社の全株式を譲渡することといたし
ました。平成24年12月14日に株式会社JVCケンウッドと事業譲渡に関する基本
合意書を締結し、平成25年4月12日には吸収分割契約を締結いたしました。
　更に、今後厳しさを増す事業環境にも対応し得る企業体質を構築するため、
また情報機器事業等の分離により企業規模が縮小することから、抜本的に事業
規模に見合った組織・人員体制にするため組織改革及び早期退職優遇制を実施
いたしました。
　財務面においては、大阪支店と名古屋支店の土地建物を売却してその売却代
金により借入債務を減少させるなど、財務体質の改善にも努めてまいりました。
　このような状況下において、事業の選択と集中、資産売却と原価低減、効率
的な組織体制といった事業構造改革の効果により、売上高は減少いたしましたが、
当期純損益においては前連結会計年度と比較して大幅に改善して利益計上とな
りました。　
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、タイの製造子会社の洪水
被害により操業の一時停止を余儀なくされたこと、またハードディスクドライブ
用コイル加工品事業の会社分割及び不採算事業・不採算製品からの撤退等を進
めてきたことにより、前期比62億6千1百万円減少の206億3千8百万円となりま
した。
　営業損益は、不採算事業・不採算製品からの撤退による損益改善、及び伸ば
す製品について原価低減活動を積極的に推進したこと等により、前期比2億3千
4百万円増加し、3億8千万円の営業利益となりました。
　経常損益は、前連結会計年度において株式交付費1億7千2百万円を営業外費
用に計上しましたが、当連結会計年度は有利子負債の圧縮により支払利息が8千
2百万円の減少となり、また、前連結会計年度は為替差損8千9百万円を計上い
たしましたが、当連結会計年度は為替差益5千8百万円の計上となったこと等に
より、前期比6億4千3百万円好転し、3億2千9百万円の経常利益となりました。
　当期純損益は、前連結会計年度は、事業構造改革費用12億円、環境対策引当
金繰入額10億7千6百万円、タイの洪水被害による損失7億7千3百万円、投資有
価証券売却損5億3千7百万円等、36億3千1百万円を特別損失に計上しましたが、
当連結会計年度は、早期退職者募集に伴う特別退職金及び減損損失、事業再編
諸費用等による事業構造改革費用として6億1千9百万円、タイの洪水被害によ
る損失2億2千4百万円を計上したものの、特別利益として固定資産売却益5億9
百万円、タイの洪水被害に対する保険金収入5億4千2百万円の計上により、前
期比34億8千2百万円好転し、2億9千万円の当期純利益となりました。

　当社単独の業績につきましては、売上高は前期比52億4千万円減少の128億5
千9百万円となりました。損益面におきましては、営業損益は前期比1億8千7百
万円好転して9千7百万円の営業利益となりました。また、経常損益は前期比7
億5千5百万円好転し2億8千5百万円の経常利益となり、当期純損益は前期比31
億7千7百万円好転して、5百万円の当期純利益となりました。
　期末配当につきましては、当期において連結業績、個別業績ともに当期純利
益とはなりましたが、将来の事業展開に備えた内部留保及び企業の安定を図る
ことから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。株主の皆様には深くお
詫び申しあげるとともに、全社一丸となって業績回復に努める所存でございま
すので、引き続きご支援賜りますようお願い申しあげます。
　■今後の見通しについて
　当社グループといたしましては、これまで取り組んできた事業構造改革を完
成させ、事業の選択と集中を基本に、電線事業を基盤事業と位置付け、デバイ
ス事業を注力事業と位置付けて、これらの技術・製品に経営資源を集中化して
新市場、新顧客の開拓を推進し、厳しい事業環境においても利益を確保できる
企業体質の構築に努めてまいります。
　電線事業においては、ケーブル関連では、今後伸ばす製品について一層の拡
販と徹底した原価低減を図るとともに、当社独自技術により高速伝送や低損失、
高耐熱等に優れた製品の開発と新規拡販を推進してまいります。ヒータ製品関
連においては車載用シートヒータなど技術・品質面での強みを生かし生産体制
の拡充に取り組んでまいります。
　デバイス事業においては、主要製品である線材加工品は、主な需要先である
エレクトロニクスや半導体関連市場での受注低迷が続いていましたが、当社が
長年培った素材技術、精密加工技術等を活かした特長ある製品により、新たな
用途拡大に努め売上増を図ってまいります。
　海外生産拠点については、中国とインドネシアにある子会社において生産す
る製品の見直しを行い、一部新規に生産移管を進めるなど価格面やデリバリー
面等において、より一層お客様のニーズに応えるべく体制を強化するとともに、
一方で労務コスト上昇等のリスクにも注視し、更なる生産性向上と原価低減を
推進してまいります。
　市場環境は厳しく予断を許しませんが、損益重視の方針のもと、当社の特長
ある技術を活かした製品の売上拡大を図るために、営業と技術・製造が一体と
なって市場ニーズに対応した製品の開発と拡販に注力するとともに、原価低減
の徹底、ものづくり力の向上、経費削減等に継続して取り組むなど、全社一丸
となって収益力を高め、事業の拡大並びに企業価値の向上につなげてまいる所
存であります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご理解を賜りま
すようお願い申しあげます。
　平成25年6月
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会社概要（平成25年3月31日現在）
商号 東京特殊電線株式会社
 TOTOKU ELECTRIC CO.,LTD.
設立 昭和15年11月22日
資本金 1,925,000,009円
従業員数 242名
本社 東京都港区新橋六丁目1番11号
 〒105-0004
 電話 03-5860-2121

大株主（平成25年3月31日現在）

株主名 持株数 持株比率普通株式 A種優先株式 合計
株 株 株 ％

古河電気工業㈱ 38,472,488 − 38,472,488 56.50
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.95
日本証券金融㈱ 1,589,000 − 1,589,000 2.33
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.19
高橋　祐子 600,000 − 600,000 0.88
住友生命保険相互会社 554,000 − 554,000 0.81
朝日生命保険相互会社 472,000 − 472,000 0.69
東特塗料㈱ 452,981 − 452,981 0.66
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60
㈱損害保険ジャパン 358,000 − 358,000 0.52

株主メモ
事業年度  4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会  毎年6月
基準日  定時株主総会　3月31日
  期末配当金　　3月31日
  中間配当金　　9月30日
株主名簿管理人及び 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特定口座の口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
  みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
郵便物送付先  〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
  みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
  電話　0120-288-324（フリーダイヤル）
単元株式数  1,000株
公告の方法   電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によるこ

とができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

  公告掲載URL　http://www.totoku.co.jp/ir/
株式に関する届出及び 住所変更、配当金振込先指定等の事務手続きについては、口
ご照会について 座のある証券会社等にお問合せください。
   特別口座に関する照会、または未払配当金の支払、支払明細

の発行については上記みずほ信託銀行株式会社へお問合せく
ださい。

特定口座について
　特定口座において管理される株式は、単元未満株式の買取を除き、特定口座のままでは
株式を売却することはできませんので、必ず証券会社に一般口座をご開設のうえ、特定口
座から一般口座に振替申請していただくようお願いいたします。
　なお、振替申請等具体的な手続につきましては、みずほ信託銀行株式会社にお問合せく
ださい。

単元未満株式の買取について
　１単元（1,000株）に満たない単元未満株式は、金融商品取引所で売買することはでき
ません。そこで、当社では単元未満株式の買取制度を導入しております。
　なお、株券電子化に伴い、買取手数料は無料としております。
　具体的には、当社の株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社にてお受けしてお
ります。証券保管振替制度をご利用になられている方は、お取引口座のあります証券会社
にお申し出ください。

取締役社長　立川　直臣
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万円好転して9千7百万円の営業利益となりました。また、経常損益は前期比7
億5千5百万円好転し2億8千5百万円の経常利益となり、当期純損益は前期比31
億7千7百万円好転して、5百万円の当期純利益となりました。
　期末配当につきましては、当期において連結業績、個別業績ともに当期純利
益とはなりましたが、将来の事業展開に備えた内部留保及び企業の安定を図る
ことから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。株主の皆様には深くお
詫び申しあげるとともに、全社一丸となって業績回復に努める所存でございま
すので、引き続きご支援賜りますようお願い申しあげます。
　■今後の見通しについて
　当社グループといたしましては、これまで取り組んできた事業構造改革を完
成させ、事業の選択と集中を基本に、電線事業を基盤事業と位置付け、デバイ
ス事業を注力事業と位置付けて、これらの技術・製品に経営資源を集中化して
新市場、新顧客の開拓を推進し、厳しい事業環境においても利益を確保できる
企業体質の構築に努めてまいります。
　電線事業においては、ケーブル関連では、今後伸ばす製品について一層の拡
販と徹底した原価低減を図るとともに、当社独自技術により高速伝送や低損失、
高耐熱等に優れた製品の開発と新規拡販を推進してまいります。ヒータ製品関
連においては車載用シートヒータなど技術・品質面での強みを生かし生産体制
の拡充に取り組んでまいります。
　デバイス事業においては、主要製品である線材加工品は、主な需要先である
エレクトロニクスや半導体関連市場での受注低迷が続いていましたが、当社が
長年培った素材技術、精密加工技術等を活かした特長ある製品により、新たな
用途拡大に努め売上増を図ってまいります。
　海外生産拠点については、中国とインドネシアにある子会社において生産す
る製品の見直しを行い、一部新規に生産移管を進めるなど価格面やデリバリー
面等において、より一層お客様のニーズに応えるべく体制を強化するとともに、
一方で労務コスト上昇等のリスクにも注視し、更なる生産性向上と原価低減を
推進してまいります。
　市場環境は厳しく予断を許しませんが、損益重視の方針のもと、当社の特長
ある技術を活かした製品の売上拡大を図るために、営業と技術・製造が一体と
なって市場ニーズに対応した製品の開発と拡販に注力するとともに、原価低減
の徹底、ものづくり力の向上、経費削減等に継続して取り組むなど、全社一丸
となって収益力を高め、事業の拡大並びに企業価値の向上につなげてまいる所
存であります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご理解を賜りま
すようお願い申しあげます。
　平成25年6月
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会社概要（平成25年3月31日現在）
商号 東京特殊電線株式会社
 TOTOKU ELECTRIC CO.,LTD.
設立 昭和15年11月22日
資本金 1,925,000,009円
従業員数 242名
本社 東京都港区新橋六丁目1番11号
 〒105-0004
 電話 03-5860-2121

大株主（平成25年3月31日現在）

株主名 持株数 持株比率普通株式 A種優先株式 合計
株 株 株 ％

古河電気工業㈱ 38,472,488 − 38,472,488 56.50
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.95
日本証券金融㈱ 1,589,000 − 1,589,000 2.33
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.19
高橋　祐子 600,000 − 600,000 0.88
住友生命保険相互会社 554,000 − 554,000 0.81
朝日生命保険相互会社 472,000 − 472,000 0.69
東特塗料㈱ 452,981 − 452,981 0.66
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60
㈱損害保険ジャパン 358,000 − 358,000 0.52

株主メモ
事業年度  4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会  毎年6月
基準日  定時株主総会　3月31日
  期末配当金　　3月31日
  中間配当金　　9月30日
株主名簿管理人及び 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特定口座の口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
  みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
郵便物送付先  〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
  みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
  電話　0120-288-324（フリーダイヤル）
単元株式数  1,000株
公告の方法   電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によるこ

とができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

  公告掲載URL　http://www.totoku.co.jp/ir/
株式に関する届出及び 住所変更、配当金振込先指定等の事務手続きについては、口
ご照会について 座のある証券会社等にお問合せください。
   特別口座に関する照会、または未払配当金の支払、支払明細

の発行については上記みずほ信託銀行株式会社へお問合せく
ださい。

特定口座について
　特定口座において管理される株式は、単元未満株式の買取を除き、特定口座のままでは
株式を売却することはできませんので、必ず証券会社に一般口座をご開設のうえ、特定口
座から一般口座に振替申請していただくようお願いいたします。
　なお、振替申請等具体的な手続につきましては、みずほ信託銀行株式会社にお問合せく
ださい。

単元未満株式の買取について
　１単元（1,000株）に満たない単元未満株式は、金融商品取引所で売買することはでき
ません。そこで、当社では単元未満株式の買取制度を導入しております。
　なお、株券電子化に伴い、買取手数料は無料としております。
　具体的には、当社の株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社にてお受けしてお
ります。証券保管振替制度をご利用になられている方は、お取引口座のあります証券会社
にお申し出ください。

取締役社長　立川　直臣
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株主の皆様へ会社の概況
　株主の皆様におかれましては、平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげ
ます。
　ここに当社第95期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の事業報
告書「TOTOKU REPORT」をお届けし、営業の概況と決算の状況につきまして
ご報告申しあげます。
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経済成長の鈍化により、世界経済は先行き不透明な状況で推移しましたが、年
度後半においては米国及びアジア地域では一部に持ち直しの動きが見られ、ま
た国内経済については、年度終盤には政府の経済政策等により景気回復への期
待が高まるに至りましたが、世界経済の回復の遅れ等から総じて足踏み状態が
続きました。
　このような経営環境の中、当社グループは、前連結会計年度より不採算事業・
不採算製品からの撤退を行い、一方で特長ある技術開発力を活かした製品の開
発、品質向上、原価低減策及び固定費削減を推進すること等により損益改善に
努めるとともに、更に抜本的に利益体質の構築を図るべく事業構造改革を推進
してまいりました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品事業については、業界再編が急速に
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勘案し、情報機器事業及び東特長岡株式会社の全株式を譲渡することといたし
ました。平成24年12月14日に株式会社JVCケンウッドと事業譲渡に関する基本
合意書を締結し、平成25年4月12日には吸収分割契約を締結いたしました。
　更に、今後厳しさを増す事業環境にも対応し得る企業体質を構築するため、
また情報機器事業等の分離により企業規模が縮小することから、抜本的に事業
規模に見合った組織・人員体制にするため組織改革及び早期退職優遇制を実施
いたしました。
　財務面においては、大阪支店と名古屋支店の土地建物を売却してその売却代
金により借入債務を減少させるなど、財務体質の改善にも努めてまいりました。
　このような状況下において、事業の選択と集中、資産売却と原価低減、効率
的な組織体制といった事業構造改革の効果により、売上高は減少いたしましたが、
当期純損益においては前連結会計年度と比較して大幅に改善して利益計上とな
りました。　
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、タイの製造子会社の洪水
被害により操業の一時停止を余儀なくされたこと、またハードディスクドライブ
用コイル加工品事業の会社分割及び不採算事業・不採算製品からの撤退等を進
めてきたことにより、前期比62億6千1百万円減少の206億3千8百万円となりま
した。
　営業損益は、不採算事業・不採算製品からの撤退による損益改善、及び伸ば
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公告の方法   電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によるこ

とができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

  公告掲載URL　http://www.totoku.co.jp/ir/
株式に関する届出及び 住所変更、配当金振込先指定等の事務手続きについては、口
ご照会について 座のある証券会社等にお問合せください。
   特別口座に関する照会、または未払配当金の支払、支払明細

の発行については上記みずほ信託銀行株式会社へお問合せく
ださい。

特定口座について
　特定口座において管理される株式は、単元未満株式の買取を除き、特定口座のままでは
株式を売却することはできませんので、必ず証券会社に一般口座をご開設のうえ、特定口
座から一般口座に振替申請していただくようお願いいたします。
　なお、振替申請等具体的な手続につきましては、みずほ信託銀行株式会社にお問合せく
ださい。

単元未満株式の買取について
　１単元（1,000株）に満たない単元未満株式は、金融商品取引所で売買することはでき
ません。そこで、当社では単元未満株式の買取制度を導入しております。
　なお、株券電子化に伴い、買取手数料は無料としております。
　具体的には、当社の株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社にてお受けしてお
ります。証券保管振替制度をご利用になられている方は、お取引口座のあります証券会社
にお申し出ください。

取締役社長　立川　直臣
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セグメント情報 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）

　ケーブル・配線材は、プリンター用フレキシブルフ
ラットケーブルの受注量は増加し、ノートパソコンの
変圧器に使用される三層絶縁電線の受注量も堅調に
推移しました。また、鉄道ケーブルの売上も増加しま
したが、センサー用の光コード、通信ケーブル及び一
般ケーブルの受注量は減少しました。
　ヒータ関連製品は、自動車向けのシート用ヒータは
好調に推移し、また水道凍結防止用ヒータは震災復興
並びに寒波の影響により売上高は増加しました。
　線材加工品は、半導体検査治具に使用されるコンタ
クトプローブの売上は低迷し、光ピックアップレンズ
の懸架に使用されるサスペンションワイヤも家電業界
の低迷により売上減少が続きました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品は、タイの
製造子会社の洪水被害による操業一時停止及びパソ
コン市場の低迷により売上高は減少しましたが、フィ
リピンの製造子会社の生産は上期までは前年水準を維
持し関連部品の内製化によるコストダウン効果により
損益面では好転しました。なお、フィリピンの製造子
会社は会社分割に伴う株式譲渡により、連結業績への
反映は上期で終了しました。
　この結果、光・電線・デバイス全体では、売上高は、
前年同期比54億4千2百万円減少し、147億2千万円
となりましたが、損益面においては、自動車向けの
シート用ヒータやプリンター用フレキシブルフラット
ケーブルの売上高増加による収益改善並びに原価低
減活動の効果により、営業損益は、前期比2億6千3百
万円増加し、5億3千8百万円の営業利益となりました。

■ 光・電線・デバイス�14,720百万円 売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　医用画像表示用高精細ディスプレイは、国内市場は
堅調に推移し、また北米及び欧州の一部が当連結会
計年度の下期においては回復基調を見せ始めましたが、
欧州向けが欧州政府債務危機の影響により全般的に
需要が低下し、また北米向けやアジア向けも総じて低
迷が続いたため売上高は減少しました。また、自動車
用基板加工は、当連結会計年度の上期までは震災復
興による需要増加並びにエコカー補助金制度により自
動車産業の生産が拡大し受注は増加しましたが、下期
に入り中国情勢並びに車種切替の影響により売上高は
減少しました。
　この結果、情報機器の売上高は、前期比8億2百万
円減少し、49億6千万円となりましたが、原価低減活
動等により損益改善に努めた結果、営業損益は前期比
1百万円増加し、1千7百万円の営業利益となりました。

■  情報機器� 4,960百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　運送事業において、売上高は、倉庫収入が若干増
加したものの輸送量の減少により前期比1千8百万円
減少し9億5千7百万円となりましたが、輸送効率の改
善及び経費削減等、コスト低減策の実施により、営業
損益は前期比1千4百万円好転し、8百万円の営業利益
となりました。

■ その他� 957百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

上田事業所
紹　介

　当社は、抵抗線及び電線の製造・販売を目的として1940年に東
京で創業し、都内に工場、営業所を設置し事業拡大をはかりまし
たが、戦時中の1943年に長野県丸子町（現在の上田市）に工場を
移転しました。当地域は県内でも降雪量は僅かで、また年間を通
じても晴天が多く低湿度の気候であるため、電線の材料である銅
が錆びにくく、また絶縁皮膜用の塗料が乾燥し易いことが電線の
製造に適していることから、長野県出身の創業者は当地域を選定
いたしました。
　その後、創業20年を契機として、新たに通信ケーブル分野への
進出をはかるため、1961年に上田工場（現在の上田事業所）を建
設し操業を開始いたしました。
　現在では電線及び電線加工品、線材加工品及びコイル製品を製
造しております。
　電線分野では、TIW（三層絶縁電線）に独自技術を持ち、パソ
コン等その他の電源用トランスに広くご利用いただいております。
また、機器用電線、電気カーペット用及び自動車シート用のヒー
タ線、NFオートヒータ（水道凍結防止用）等を製造しております。
　デバイス分野では、各種のコイル製品、ICパッケージ基板など
の導通検査用の線材加工品（コンタクトプローブ）、光ピックアッ
プレンズを懸架する線材加工品（サスペンションワイヤ）など、
皆様の生活を支える製品にご利用いただいております。
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 18,690 21,736

流動資産 10,323 13,744

固定資産 8,367 7,992

　有形固定資産 6,043 6,292

　無形固定資産 100 87

　投資その他の資産 2,223 1,612

資産合計 18,690 21,736

（負債の部） 13,455 17,311

流動負債 10,114 12,529

固定負債 3,340 4,782

（純資産の部） 5,235 4,424

株主資本 4,964 4,674

その他の包括利益累計額 △448 △956

少数株主持分 720 706

負債・純資産合計 18,690 21,736

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 20,638 26,899
売上原価 17,418 23,744
　売上総利益 3,220 3,154
販売費及び一般管理費 2,839 3,008
　営業利益 380 146
営業外収益 212 167
営業外費用 263 628
　経常利益又は損失（△） 329 △314
特別利益 1,074 1,020
特別損失 883 3,631
　税金等調整前当期純利益又は損失（△） 520 △2,925
　法人税、住民税及び事業税 129 213
　法人税等調整額 △7 19
　少数株主損益調整前当期純利益又は損失（△） 322 △3,158
　少数株主利益 31 33
　当期純利益又は損失（△） 290 △3,192

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,487 1,087
投資活動によるキャッシュ・フロー △20 348
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,062 △196
現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △510 1,180
現金及び現金同等物の期首残高 4,064 2,883
現金及び現金同等物の期末残高 3,265 4,064

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 12,859 18,099
売上原価 11,475 16,758
　売上総利益 1,384 1,341
販売費及び一般管理費 1,286 1,432
　営業利益又は損失（△） 97 △90
営業外収益 329 94
営業外費用 140 474
　経常利益又は損失（△） 285 △470
特別利益 214 75
特別損失 463 2,646
　税引前当期純利益又は損失（△） 37 △3,041
　法人税、住民税及び事業税 32 130
　当期純利益又は損失（△） 5 △3,172

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 12,168 15,858
流動資産 6,290 9,232
固定資産 5,878 6,626
　有形固定資産 3,053 3,262
　無形固定資産 39 51
　投資その他の資産 2,784 3,311
資産合計 12,168 15,858

（負債の部） 9,445 13,084
流動負債 6,974 9,358
固定負債 2,471 3,726

（純資産の部） 2,723 2,773
株主資本 2,816 2,811
評価・換算差額等 △93 △37
負債・純資産合計 12,168 15,858



セグメント情報 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）

　ケーブル・配線材は、プリンター用フレキシブルフ
ラットケーブルの受注量は増加し、ノートパソコンの
変圧器に使用される三層絶縁電線の受注量も堅調に
推移しました。また、鉄道ケーブルの売上も増加しま
したが、センサー用の光コード、通信ケーブル及び一
般ケーブルの受注量は減少しました。
　ヒータ関連製品は、自動車向けのシート用ヒータは
好調に推移し、また水道凍結防止用ヒータは震災復興
並びに寒波の影響により売上高は増加しました。
　線材加工品は、半導体検査治具に使用されるコンタ
クトプローブの売上は低迷し、光ピックアップレンズ
の懸架に使用されるサスペンションワイヤも家電業界
の低迷により売上減少が続きました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品は、タイの
製造子会社の洪水被害による操業一時停止及びパソ
コン市場の低迷により売上高は減少しましたが、フィ
リピンの製造子会社の生産は上期までは前年水準を維
持し関連部品の内製化によるコストダウン効果により
損益面では好転しました。なお、フィリピンの製造子
会社は会社分割に伴う株式譲渡により、連結業績への
反映は上期で終了しました。
　この結果、光・電線・デバイス全体では、売上高は、
前年同期比54億4千2百万円減少し、147億2千万円
となりましたが、損益面においては、自動車向けの
シート用ヒータやプリンター用フレキシブルフラット
ケーブルの売上高増加による収益改善並びに原価低
減活動の効果により、営業損益は、前期比2億6千3百
万円増加し、5億3千8百万円の営業利益となりました。

■ 光・電線・デバイス�14,720百万円 売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　医用画像表示用高精細ディスプレイは、国内市場は
堅調に推移し、また北米及び欧州の一部が当連結会
計年度の下期においては回復基調を見せ始めましたが、
欧州向けが欧州政府債務危機の影響により全般的に
需要が低下し、また北米向けやアジア向けも総じて低
迷が続いたため売上高は減少しました。また、自動車
用基板加工は、当連結会計年度の上期までは震災復
興による需要増加並びにエコカー補助金制度により自
動車産業の生産が拡大し受注は増加しましたが、下期
に入り中国情勢並びに車種切替の影響により売上高は
減少しました。
　この結果、情報機器の売上高は、前期比8億2百万
円減少し、49億6千万円となりましたが、原価低減活
動等により損益改善に努めた結果、営業損益は前期比
1百万円増加し、1千7百万円の営業利益となりました。

■  情報機器� 4,960百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　運送事業において、売上高は、倉庫収入が若干増
加したものの輸送量の減少により前期比1千8百万円
減少し9億5千7百万円となりましたが、輸送効率の改
善及び経費削減等、コスト低減策の実施により、営業
損益は前期比1千4百万円好転し、8百万円の営業利益
となりました。

■ その他� 957百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

上田事業所
紹　介

　当社は、抵抗線及び電線の製造・販売を目的として1940年に東
京で創業し、都内に工場、営業所を設置し事業拡大をはかりまし
たが、戦時中の1943年に長野県丸子町（現在の上田市）に工場を
移転しました。当地域は県内でも降雪量は僅かで、また年間を通
じても晴天が多く低湿度の気候であるため、電線の材料である銅
が錆びにくく、また絶縁皮膜用の塗料が乾燥し易いことが電線の
製造に適していることから、長野県出身の創業者は当地域を選定
いたしました。
　その後、創業20年を契機として、新たに通信ケーブル分野への
進出をはかるため、1961年に上田工場（現在の上田事業所）を建
設し操業を開始いたしました。
　現在では電線及び電線加工品、線材加工品及びコイル製品を製
造しております。
　電線分野では、TIW（三層絶縁電線）に独自技術を持ち、パソ
コン等その他の電源用トランスに広くご利用いただいております。
また、機器用電線、電気カーペット用及び自動車シート用のヒー
タ線、NFオートヒータ（水道凍結防止用）等を製造しております。
　デバイス分野では、各種のコイル製品、ICパッケージ基板など
の導通検査用の線材加工品（コンタクトプローブ）、光ピックアッ
プレンズを懸架する線材加工品（サスペンションワイヤ）など、
皆様の生活を支える製品にご利用いただいております。
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 18,690 21,736

流動資産 10,323 13,744

固定資産 8,367 7,992

　有形固定資産 6,043 6,292

　無形固定資産 100 87

　投資その他の資産 2,223 1,612

資産合計 18,690 21,736

（負債の部） 13,455 17,311

流動負債 10,114 12,529

固定負債 3,340 4,782

（純資産の部） 5,235 4,424

株主資本 4,964 4,674

その他の包括利益累計額 △448 △956

少数株主持分 720 706

負債・純資産合計 18,690 21,736

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 20,638 26,899
売上原価 17,418 23,744
　売上総利益 3,220 3,154
販売費及び一般管理費 2,839 3,008
　営業利益 380 146
営業外収益 212 167
営業外費用 263 628
　経常利益又は損失（△） 329 △314
特別利益 1,074 1,020
特別損失 883 3,631
　税金等調整前当期純利益又は損失（△） 520 △2,925
　法人税、住民税及び事業税 129 213
　法人税等調整額 △7 19
　少数株主損益調整前当期純利益又は損失（△） 322 △3,158
　少数株主利益 31 33
　当期純利益又は損失（△） 290 △3,192

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,487 1,087
投資活動によるキャッシュ・フロー △20 348
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,062 △196
現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △510 1,180
現金及び現金同等物の期首残高 4,064 2,883
現金及び現金同等物の期末残高 3,265 4,064

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 12,859 18,099
売上原価 11,475 16,758
　売上総利益 1,384 1,341
販売費及び一般管理費 1,286 1,432
　営業利益又は損失（△） 97 △90
営業外収益 329 94
営業外費用 140 474
　経常利益又は損失（△） 285 △470
特別利益 214 75
特別損失 463 2,646
　税引前当期純利益又は損失（△） 37 △3,041
　法人税、住民税及び事業税 32 130
　当期純利益又は損失（△） 5 △3,172

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 12,168 15,858
流動資産 6,290 9,232
固定資産 5,878 6,626
　有形固定資産 3,053 3,262
　無形固定資産 39 51
　投資その他の資産 2,784 3,311
資産合計 12,168 15,858

（負債の部） 9,445 13,084
流動負債 6,974 9,358
固定負債 2,471 3,726

（純資産の部） 2,723 2,773
株主資本 2,816 2,811
評価・換算差額等 △93 △37
負債・純資産合計 12,168 15,858



セグメント情報 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）

　ケーブル・配線材は、プリンター用フレキシブルフ
ラットケーブルの受注量は増加し、ノートパソコンの
変圧器に使用される三層絶縁電線の受注量も堅調に
推移しました。また、鉄道ケーブルの売上も増加しま
したが、センサー用の光コード、通信ケーブル及び一
般ケーブルの受注量は減少しました。
　ヒータ関連製品は、自動車向けのシート用ヒータは
好調に推移し、また水道凍結防止用ヒータは震災復興
並びに寒波の影響により売上高は増加しました。
　線材加工品は、半導体検査治具に使用されるコンタ
クトプローブの売上は低迷し、光ピックアップレンズ
の懸架に使用されるサスペンションワイヤも家電業界
の低迷により売上減少が続きました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品は、タイの
製造子会社の洪水被害による操業一時停止及びパソ
コン市場の低迷により売上高は減少しましたが、フィ
リピンの製造子会社の生産は上期までは前年水準を維
持し関連部品の内製化によるコストダウン効果により
損益面では好転しました。なお、フィリピンの製造子
会社は会社分割に伴う株式譲渡により、連結業績への
反映は上期で終了しました。
　この結果、光・電線・デバイス全体では、売上高は、
前年同期比54億4千2百万円減少し、147億2千万円
となりましたが、損益面においては、自動車向けの
シート用ヒータやプリンター用フレキシブルフラット
ケーブルの売上高増加による収益改善並びに原価低
減活動の効果により、営業損益は、前期比2億6千3百
万円増加し、5億3千8百万円の営業利益となりました。

■ 光・電線・デバイス�14,720百万円 売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　医用画像表示用高精細ディスプレイは、国内市場は
堅調に推移し、また北米及び欧州の一部が当連結会
計年度の下期においては回復基調を見せ始めましたが、
欧州向けが欧州政府債務危機の影響により全般的に
需要が低下し、また北米向けやアジア向けも総じて低
迷が続いたため売上高は減少しました。また、自動車
用基板加工は、当連結会計年度の上期までは震災復
興による需要増加並びにエコカー補助金制度により自
動車産業の生産が拡大し受注は増加しましたが、下期
に入り中国情勢並びに車種切替の影響により売上高は
減少しました。
　この結果、情報機器の売上高は、前期比8億2百万
円減少し、49億6千万円となりましたが、原価低減活
動等により損益改善に努めた結果、営業損益は前期比
1百万円増加し、1千7百万円の営業利益となりました。

■  情報機器� 4,960百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　運送事業において、売上高は、倉庫収入が若干増
加したものの輸送量の減少により前期比1千8百万円
減少し9億5千7百万円となりましたが、輸送効率の改
善及び経費削減等、コスト低減策の実施により、営業
損益は前期比1千4百万円好転し、8百万円の営業利益
となりました。

■ その他� 957百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

上田事業所
紹　介

　当社は、抵抗線及び電線の製造・販売を目的として1940年に東
京で創業し、都内に工場、営業所を設置し事業拡大をはかりまし
たが、戦時中の1943年に長野県丸子町（現在の上田市）に工場を
移転しました。当地域は県内でも降雪量は僅かで、また年間を通
じても晴天が多く低湿度の気候であるため、電線の材料である銅
が錆びにくく、また絶縁皮膜用の塗料が乾燥し易いことが電線の
製造に適していることから、長野県出身の創業者は当地域を選定
いたしました。
　その後、創業20年を契機として、新たに通信ケーブル分野への
進出をはかるため、1961年に上田工場（現在の上田事業所）を建
設し操業を開始いたしました。
　現在では電線及び電線加工品、線材加工品及びコイル製品を製
造しております。
　電線分野では、TIW（三層絶縁電線）に独自技術を持ち、パソ
コン等その他の電源用トランスに広くご利用いただいております。
また、機器用電線、電気カーペット用及び自動車シート用のヒー
タ線、NFオートヒータ（水道凍結防止用）等を製造しております。
　デバイス分野では、各種のコイル製品、ICパッケージ基板など
の導通検査用の線材加工品（コンタクトプローブ）、光ピックアッ
プレンズを懸架する線材加工品（サスペンションワイヤ）など、
皆様の生活を支える製品にご利用いただいております。
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 18,690 21,736

流動資産 10,323 13,744

固定資産 8,367 7,992

　有形固定資産 6,043 6,292

　無形固定資産 100 87

　投資その他の資産 2,223 1,612

資産合計 18,690 21,736

（負債の部） 13,455 17,311

流動負債 10,114 12,529

固定負債 3,340 4,782

（純資産の部） 5,235 4,424

株主資本 4,964 4,674

その他の包括利益累計額 △448 △956

少数株主持分 720 706

負債・純資産合計 18,690 21,736

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 20,638 26,899
売上原価 17,418 23,744
　売上総利益 3,220 3,154
販売費及び一般管理費 2,839 3,008
　営業利益 380 146
営業外収益 212 167
営業外費用 263 628
　経常利益又は損失（△） 329 △314
特別利益 1,074 1,020
特別損失 883 3,631
　税金等調整前当期純利益又は損失（△） 520 △2,925
　法人税、住民税及び事業税 129 213
　法人税等調整額 △7 19
　少数株主損益調整前当期純利益又は損失（△） 322 △3,158
　少数株主利益 31 33
　当期純利益又は損失（△） 290 △3,192

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,487 1,087
投資活動によるキャッシュ・フロー △20 348
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,062 △196
現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △510 1,180
現金及び現金同等物の期首残高 4,064 2,883
現金及び現金同等物の期末残高 3,265 4,064

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 12,859 18,099
売上原価 11,475 16,758
　売上総利益 1,384 1,341
販売費及び一般管理費 1,286 1,432
　営業利益又は損失（△） 97 △90
営業外収益 329 94
営業外費用 140 474
　経常利益又は損失（△） 285 △470
特別利益 214 75
特別損失 463 2,646
　税引前当期純利益又は損失（△） 37 △3,041
　法人税、住民税及び事業税 32 130
　当期純利益又は損失（△） 5 △3,172

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 12,168 15,858
流動資産 6,290 9,232
固定資産 5,878 6,626
　有形固定資産 3,053 3,262
　無形固定資産 39 51
　投資その他の資産 2,784 3,311
資産合計 12,168 15,858

（負債の部） 9,445 13,084
流動負債 6,974 9,358
固定負債 2,471 3,726

（純資産の部） 2,723 2,773
株主資本 2,816 2,811
評価・換算差額等 △93 △37
負債・純資産合計 12,168 15,858



セグメント情報 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）

　ケーブル・配線材は、プリンター用フレキシブルフ
ラットケーブルの受注量は増加し、ノートパソコンの
変圧器に使用される三層絶縁電線の受注量も堅調に
推移しました。また、鉄道ケーブルの売上も増加しま
したが、センサー用の光コード、通信ケーブル及び一
般ケーブルの受注量は減少しました。
　ヒータ関連製品は、自動車向けのシート用ヒータは
好調に推移し、また水道凍結防止用ヒータは震災復興
並びに寒波の影響により売上高は増加しました。
　線材加工品は、半導体検査治具に使用されるコンタ
クトプローブの売上は低迷し、光ピックアップレンズ
の懸架に使用されるサスペンションワイヤも家電業界
の低迷により売上減少が続きました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品は、タイの
製造子会社の洪水被害による操業一時停止及びパソ
コン市場の低迷により売上高は減少しましたが、フィ
リピンの製造子会社の生産は上期までは前年水準を維
持し関連部品の内製化によるコストダウン効果により
損益面では好転しました。なお、フィリピンの製造子
会社は会社分割に伴う株式譲渡により、連結業績への
反映は上期で終了しました。
　この結果、光・電線・デバイス全体では、売上高は、
前年同期比54億4千2百万円減少し、147億2千万円
となりましたが、損益面においては、自動車向けの
シート用ヒータやプリンター用フレキシブルフラット
ケーブルの売上高増加による収益改善並びに原価低
減活動の効果により、営業損益は、前期比2億6千3百
万円増加し、5億3千8百万円の営業利益となりました。

■ 光・電線・デバイス�14,720百万円 売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　医用画像表示用高精細ディスプレイは、国内市場は
堅調に推移し、また北米及び欧州の一部が当連結会
計年度の下期においては回復基調を見せ始めましたが、
欧州向けが欧州政府債務危機の影響により全般的に
需要が低下し、また北米向けやアジア向けも総じて低
迷が続いたため売上高は減少しました。また、自動車
用基板加工は、当連結会計年度の上期までは震災復
興による需要増加並びにエコカー補助金制度により自
動車産業の生産が拡大し受注は増加しましたが、下期
に入り中国情勢並びに車種切替の影響により売上高は
減少しました。
　この結果、情報機器の売上高は、前期比8億2百万
円減少し、49億6千万円となりましたが、原価低減活
動等により損益改善に努めた結果、営業損益は前期比
1百万円増加し、1千7百万円の営業利益となりました。

■  情報機器� 4,960百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

　運送事業において、売上高は、倉庫収入が若干増
加したものの輸送量の減少により前期比1千8百万円
減少し9億5千7百万円となりましたが、輸送効率の改
善及び経費削減等、コスト低減策の実施により、営業
損益は前期比1千4百万円好転し、8百万円の営業利益
となりました。

■ その他� 957百万円

売上高構成比

71.4％

売上高構成比

売上高構成比

24.0％

4.6％

上田事業所
紹　介

　当社は、抵抗線及び電線の製造・販売を目的として1940年に東
京で創業し、都内に工場、営業所を設置し事業拡大をはかりまし
たが、戦時中の1943年に長野県丸子町（現在の上田市）に工場を
移転しました。当地域は県内でも降雪量は僅かで、また年間を通
じても晴天が多く低湿度の気候であるため、電線の材料である銅
が錆びにくく、また絶縁皮膜用の塗料が乾燥し易いことが電線の
製造に適していることから、長野県出身の創業者は当地域を選定
いたしました。
　その後、創業20年を契機として、新たに通信ケーブル分野への
進出をはかるため、1961年に上田工場（現在の上田事業所）を建
設し操業を開始いたしました。
　現在では電線及び電線加工品、線材加工品及びコイル製品を製
造しております。
　電線分野では、TIW（三層絶縁電線）に独自技術を持ち、パソ
コン等その他の電源用トランスに広くご利用いただいております。
また、機器用電線、電気カーペット用及び自動車シート用のヒー
タ線、NFオートヒータ（水道凍結防止用）等を製造しております。
　デバイス分野では、各種のコイル製品、ICパッケージ基板など
の導通検査用の線材加工品（コンタクトプローブ）、光ピックアッ
プレンズを懸架する線材加工品（サスペンションワイヤ）など、
皆様の生活を支える製品にご利用いただいております。

3 4 5 6

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 18,690 21,736

流動資産 10,323 13,744

固定資産 8,367 7,992

　有形固定資産 6,043 6,292

　無形固定資産 100 87

　投資その他の資産 2,223 1,612

資産合計 18,690 21,736

（負債の部） 13,455 17,311

流動負債 10,114 12,529

固定負債 3,340 4,782

（純資産の部） 5,235 4,424

株主資本 4,964 4,674

その他の包括利益累計額 △448 △956

少数株主持分 720 706

負債・純資産合計 18,690 21,736

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 20,638 26,899
売上原価 17,418 23,744
　売上総利益 3,220 3,154
販売費及び一般管理費 2,839 3,008
　営業利益 380 146
営業外収益 212 167
営業外費用 263 628
　経常利益又は損失（△） 329 △314
特別利益 1,074 1,020
特別損失 883 3,631
　税金等調整前当期純利益又は損失（△） 520 △2,925
　法人税、住民税及び事業税 129 213
　法人税等調整額 △7 19
　少数株主損益調整前当期純利益又は損失（△） 322 △3,158
　少数株主利益 31 33
　当期純利益又は損失（△） 290 △3,192

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,487 1,087
投資活動によるキャッシュ・フロー △20 348
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,062 △196
現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △510 1,180
現金及び現金同等物の期首残高 4,064 2,883
現金及び現金同等物の期末残高 3,265 4,064

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 12,859 18,099
売上原価 11,475 16,758
　売上総利益 1,384 1,341
販売費及び一般管理費 1,286 1,432
　営業利益又は損失（△） 97 △90
営業外収益 329 94
営業外費用 140 474
　経常利益又は損失（△） 285 △470
特別利益 214 75
特別損失 463 2,646
　税引前当期純利益又は損失（△） 37 △3,041
　法人税、住民税及び事業税 32 130
　当期純利益又は損失（△） 5 △3,172

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

（資産の部） 12,168 15,858
流動資産 6,290 9,232
固定資産 5,878 6,626
　有形固定資産 3,053 3,262
　無形固定資産 39 51
　投資その他の資産 2,784 3,311
資産合計 12,168 15,858

（負債の部） 9,445 13,084
流動負債 6,974 9,358
固定負債 2,471 3,726

（純資産の部） 2,723 2,773
株主資本 2,816 2,811
評価・換算差額等 △93 △37
負債・純資産合計 12,168 15,858



株主の皆様へ会社の概況
　株主の皆様におかれましては、平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげ
ます。
　ここに当社第95期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の事業報
告書「TOTOKU REPORT」をお届けし、営業の概況と決算の状況につきまして
ご報告申しあげます。
　■当期の概況について
　当連結会計年度における経済情勢は、欧州政府債務危機や中国など新興国の
経済成長の鈍化により、世界経済は先行き不透明な状況で推移しましたが、年
度後半においては米国及びアジア地域では一部に持ち直しの動きが見られ、ま
た国内経済については、年度終盤には政府の経済政策等により景気回復への期
待が高まるに至りましたが、世界経済の回復の遅れ等から総じて足踏み状態が
続きました。
　このような経営環境の中、当社グループは、前連結会計年度より不採算事業・
不採算製品からの撤退を行い、一方で特長ある技術開発力を活かした製品の開
発、品質向上、原価低減策及び固定費削減を推進すること等により損益改善に
努めるとともに、更に抜本的に利益体質の構築を図るべく事業構造改革を推進
してまいりました。
　ハードディスクドライブ用コイル加工品事業については、業界再編が急速に
進む状況下において今後の事業環境の変化によるリスク等を勘案して、同事業
を会社分割により別会社としフィリピンとタイにある同事業を行う子会社と併せ
て、香港を拠点とする業界大手のベルトングループと合弁事業を開始いたしま
した。
　情報機器事業については、当社と子会社の東特長岡株式会社が一体となり医
用画像表示用高精細ディスプレイ等の高性能ディスプレイ及び自動車用基板加
工品等を提供してまいりました。しかしながら、当社の限られた経営資源では、
将来にわたって高度な技術革新への開発投資を行い世界規模で販売・サービス
体制を拡充して成長させていくことには限界があり、また当ディスプレイ技術は
電線及びデバイス事業の技術とは独立しておりシナジーが得られないこと等を
勘案し、情報機器事業及び東特長岡株式会社の全株式を譲渡することといたし
ました。平成24年12月14日に株式会社JVCケンウッドと事業譲渡に関する基本
合意書を締結し、平成25年4月12日には吸収分割契約を締結いたしました。
　更に、今後厳しさを増す事業環境にも対応し得る企業体質を構築するため、
また情報機器事業等の分離により企業規模が縮小することから、抜本的に事業
規模に見合った組織・人員体制にするため組織改革及び早期退職優遇制を実施
いたしました。
　財務面においては、大阪支店と名古屋支店の土地建物を売却してその売却代
金により借入債務を減少させるなど、財務体質の改善にも努めてまいりました。
　このような状況下において、事業の選択と集中、資産売却と原価低減、効率
的な組織体制といった事業構造改革の効果により、売上高は減少いたしましたが、
当期純損益においては前連結会計年度と比較して大幅に改善して利益計上とな
りました。　
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、タイの製造子会社の洪水
被害により操業の一時停止を余儀なくされたこと、またハードディスクドライブ
用コイル加工品事業の会社分割及び不採算事業・不採算製品からの撤退等を進
めてきたことにより、前期比62億6千1百万円減少の206億3千8百万円となりま
した。
　営業損益は、不採算事業・不採算製品からの撤退による損益改善、及び伸ば
す製品について原価低減活動を積極的に推進したこと等により、前期比2億3千
4百万円増加し、3億8千万円の営業利益となりました。
　経常損益は、前連結会計年度において株式交付費1億7千2百万円を営業外費
用に計上しましたが、当連結会計年度は有利子負債の圧縮により支払利息が8千
2百万円の減少となり、また、前連結会計年度は為替差損8千9百万円を計上い
たしましたが、当連結会計年度は為替差益5千8百万円の計上となったこと等に
より、前期比6億4千3百万円好転し、3億2千9百万円の経常利益となりました。
　当期純損益は、前連結会計年度は、事業構造改革費用12億円、環境対策引当
金繰入額10億7千6百万円、タイの洪水被害による損失7億7千3百万円、投資有
価証券売却損5億3千7百万円等、36億3千1百万円を特別損失に計上しましたが、
当連結会計年度は、早期退職者募集に伴う特別退職金及び減損損失、事業再編
諸費用等による事業構造改革費用として6億1千9百万円、タイの洪水被害によ
る損失2億2千4百万円を計上したものの、特別利益として固定資産売却益5億9
百万円、タイの洪水被害に対する保険金収入5億4千2百万円の計上により、前
期比34億8千2百万円好転し、2億9千万円の当期純利益となりました。

　当社単独の業績につきましては、売上高は前期比52億4千万円減少の128億5
千9百万円となりました。損益面におきましては、営業損益は前期比1億8千7百
万円好転して9千7百万円の営業利益となりました。また、経常損益は前期比7
億5千5百万円好転し2億8千5百万円の経常利益となり、当期純損益は前期比31
億7千7百万円好転して、5百万円の当期純利益となりました。
　期末配当につきましては、当期において連結業績、個別業績ともに当期純利
益とはなりましたが、将来の事業展開に備えた内部留保及び企業の安定を図る
ことから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。株主の皆様には深くお
詫び申しあげるとともに、全社一丸となって業績回復に努める所存でございま
すので、引き続きご支援賜りますようお願い申しあげます。
　■今後の見通しについて
　当社グループといたしましては、これまで取り組んできた事業構造改革を完
成させ、事業の選択と集中を基本に、電線事業を基盤事業と位置付け、デバイ
ス事業を注力事業と位置付けて、これらの技術・製品に経営資源を集中化して
新市場、新顧客の開拓を推進し、厳しい事業環境においても利益を確保できる
企業体質の構築に努めてまいります。
　電線事業においては、ケーブル関連では、今後伸ばす製品について一層の拡
販と徹底した原価低減を図るとともに、当社独自技術により高速伝送や低損失、
高耐熱等に優れた製品の開発と新規拡販を推進してまいります。ヒータ製品関
連においては車載用シートヒータなど技術・品質面での強みを生かし生産体制
の拡充に取り組んでまいります。
　デバイス事業においては、主要製品である線材加工品は、主な需要先である
エレクトロニクスや半導体関連市場での受注低迷が続いていましたが、当社が
長年培った素材技術、精密加工技術等を活かした特長ある製品により、新たな
用途拡大に努め売上増を図ってまいります。
　海外生産拠点については、中国とインドネシアにある子会社において生産す
る製品の見直しを行い、一部新規に生産移管を進めるなど価格面やデリバリー
面等において、より一層お客様のニーズに応えるべく体制を強化するとともに、
一方で労務コスト上昇等のリスクにも注視し、更なる生産性向上と原価低減を
推進してまいります。
　市場環境は厳しく予断を許しませんが、損益重視の方針のもと、当社の特長
ある技術を活かした製品の売上拡大を図るために、営業と技術・製造が一体と
なって市場ニーズに対応した製品の開発と拡販に注力するとともに、原価低減
の徹底、ものづくり力の向上、経費削減等に継続して取り組むなど、全社一丸
となって収益力を高め、事業の拡大並びに企業価値の向上につなげてまいる所
存であります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご理解を賜りま
すようお願い申しあげます。
　平成25年6月
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会社概要（平成25年3月31日現在）
商号 東京特殊電線株式会社
 TOTOKU ELECTRIC CO.,LTD.
設立 昭和15年11月22日
資本金 1,925,000,009円
従業員数 242名
本社 東京都港区新橋六丁目1番11号
 〒105-0004
 電話 03-5860-2121

大株主（平成25年3月31日現在）

株主名 持株数 持株比率普通株式 A種優先株式 合計
株 株 株 ％

古河電気工業㈱ 38,472,488 − 38,472,488 56.50
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.95
日本証券金融㈱ 1,589,000 − 1,589,000 2.33
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.19
高橋　祐子 600,000 − 600,000 0.88
住友生命保険相互会社 554,000 − 554,000 0.81
朝日生命保険相互会社 472,000 − 472,000 0.69
東特塗料㈱ 452,981 − 452,981 0.66
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60
㈱損害保険ジャパン 358,000 − 358,000 0.52

株主メモ
事業年度  4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会  毎年6月
基準日  定時株主総会　3月31日
  期末配当金　　3月31日
  中間配当金　　9月30日
株主名簿管理人及び 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特定口座の口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
  みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
郵便物送付先  〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
  みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
  電話　0120-288-324（フリーダイヤル）
単元株式数  1,000株
公告の方法   電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によるこ

とができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

  公告掲載URL　http://www.totoku.co.jp/ir/
株式に関する届出及び 住所変更、配当金振込先指定等の事務手続きについては、口
ご照会について 座のある証券会社等にお問合せください。
   特別口座に関する照会、または未払配当金の支払、支払明細

の発行については上記みずほ信託銀行株式会社へお問合せく
ださい。

特定口座について
　特定口座において管理される株式は、単元未満株式の買取を除き、特定口座のままでは
株式を売却することはできませんので、必ず証券会社に一般口座をご開設のうえ、特定口
座から一般口座に振替申請していただくようお願いいたします。
　なお、振替申請等具体的な手続につきましては、みずほ信託銀行株式会社にお問合せく
ださい。

単元未満株式の買取について
　１単元（1,000株）に満たない単元未満株式は、金融商品取引所で売買することはでき
ません。そこで、当社では単元未満株式の買取制度を導入しております。
　なお、株券電子化に伴い、買取手数料は無料としております。
　具体的には、当社の株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社にてお受けしてお
ります。証券保管振替制度をご利用になられている方は、お取引口座のあります証券会社
にお申し出ください。

取締役社長　立川　直臣
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